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日本政府は、ヘリコプターマネー
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を導入すべきか否か──。デフレ
脱却に向けた処方箋とみるリフレ
派の若田部昌澄・早稲田大学教授
と、インフレと財政赤字の悪化を
懸念する小黒一正・法政大学教授

若田部 リーマンショック後、景
気は回復したものの、潜在成長率
を下回る成長が続き、日本経済に
長期停滞感があります。金融政策
も効果がない。日銀は金利をゼロ
にまで引き下げ、量的緩和をやり、
マイナス金利まで導入したのに、
デフレからの完全脱却ができない。
それで、次の政策として、ヘリマ
ネが浮上してきたのでしょう。
小黒 ヘリマネ議論の急浮上は、
金融政策の限界が見えてきたとい
うことに尽きます。財政インフレ
となれば別ですが、金融政策によ

●法政大学教授

小黒一正

Ryosuke Shimizu

財政再建派

が激論を交わした。

── ヘリコプターマネー（以下、
ヘリマネ）とはどんなものですか。
小黒 ミルトン・フリードマンの
「ヘリマネ」の例えを使えば、中
央銀行がヘリコプターで国民に現
金をばらまくという政策です。現
実には、政府が国債を発行して、
中央銀行に購入させることでおカ
ネを手にして、国民に還元し、購
入した国債の規模を縮小しないと
いうものです。つまり、財政ファ
イナンスですね。
若田部 ヘリマネの本質は、市中
に貨幣を出すが、それを回収しな
いということにあります。今も日
本銀行が国債を購入していますが、
ヘリマネとの違いは、保有してい
る国債に償還期限があることです。
償還期限のない永久国債を中央銀
行が引き受ける、政府が新たに政
府紙幣と呼ばれる貨幣を発行する、
こういった形であればヘリマネと
いえます。
── なぜ、ヘリマネが今、話題に
なっているのですか。

否定

ヘリマネ対談
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を卒業後、大蔵省（当時）入省。一橋大学大学
院博士課程修了。鹿島平和研究所理事。著書に
『財政危機の深層』
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る一本足打法で、インフレ目標の
２％達成はそもそも無理なのです。
生鮮食品を除いたコアＣＰＩ
（消費者物価指数）の上昇率を過
去にさかのぼって見ると、消費税
を導入した１９８９年や消費税を
引き上げた年、湾岸戦争で原油価
格が急騰した 年、 年を除き、
平時にインフレ率が２％を超えた
のは 年が最後です。
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日銀の金融政策に限界
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若田部 ちょっとよろしいですか。
アベノミクスの最初の２年間、コ
アＣＰＩの上昇率は１・５％まで
行っていました。デフレから這い
上がる過程なので、日銀が２％ぐ
らい欲しいと考えたのもおかしく
ありません。
金融政策の限界というのであれ
ば、その要因を日銀だけに求める
のは酷でしょう。むしろ増税を急
いだ政府の責任が大きいと思いま
す。ヘリマネでは、政府と中央銀
行を一つのものとして考える「統
合政府」という視点が重要です。
その意味ではアベノミクスは、ヘ
リマネ的な要素と非常に親和性が
高いと思います。
小黒 原油価格下落の影響もあり
ますが、これだけ異常な量的緩和
を進めてもインフレ率は低下傾向
にあり、日銀の量的緩和が限界に

近づいているのは明らかです。日
銀は毎年 兆円ずつ国債を買い入
れており、政府発行国債の約８０
０兆円のうち、約３８０兆円を日
銀が持っています。このままでい
けばあと５年ぐらいで全部買い切
ってしまうことになります。
市場もそれを見抜いており、追
加緩和の効果も落ちています。２
０１３年４月の第１弾ほどのイン
パクトはないのが現状です。
若田部 量的質的金融緩和が２％
程度のＧＤＰ（国内総生産）ギャ
ップ縮小に貢献したという日銀の

若田部昌澄
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推進
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賛否両論の
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田大学卒業。同大学院、トロント大学大学院
博士課程満期修了。著書に『ネオアベノミク
スの論点』
（PHP新書）など。

●早稲田大学教授
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研究があります。雇用に効果があ
ったためです。就業者数が増えた
のは、安倍政権発足後。だから、
金融政策が効いていないというの
は違うと思います。
小黒 効果の有意性に否定的な分
析もあり、本当に効果があったか
どうかは、いろいろな分析を踏ま
えて結論づけた方がいいのでは。
── ヘリマネを日本で実施すると
したらどんな形になりますか。
小黒 現状がすでにヘリマネに近
い状態です。「近い状態」という意
味は、日銀は国債を買い続けバラ
ンスシートを拡大させていますが、
将来、バランスシートの縮小が本
当に可能か否かという状況や市場
の見通しの他、日銀のコミットメ
ントなどによってヘリマネになり
得るということです。具体的に言
えば、現状のスピードでバランス
シートを拡大する場合、将来、日
銀はバランスシートを縮小できず、
その場合、ヘリマネになってしま
う可能性があります。

政府と日銀が連携
若田部 日銀だけでやるとすれば、
インフレ目標を４％に引き上げる
というのも一案です。そうすれば
日銀がさらなるバランスシート拡
大にコミットすることになります。
市場が日銀は国債を売ることはな

いと信じれば、事実上のヘリマネ
になります。
日銀の量的質的緩和の継続や追
加緩和に合わせて、政府も政府支
出を増やしたり、減税などを行う。
このように日銀と政府がタイミン
グを合わせることが重要なのです。
──政府がすべきことには他に何
がありますか。
若田部 フリードマンのヘリマネ
は、ヘリコプターが飛んできて、
１人当たり１０００㌦を配ったら
どうなるかという実験です。その
結果を一口で言えば、名目所得が

インフレを引き起こし国民に負担

増えることで物価
が可能になっています。年金や生
が上がるというも
活保護といったベーシックインカ
のです。
ムと組み合わせて、人々に現金を
アベノミクス第
ばらまけば、それも一種のヘリマ
２弾の「新３本の
ネになります。
矢」では名目ＧＤ
──ヘリマネのメリットやデメリ
Ｐを６００兆円に
ットをどう考えますか。
すると言っていま
小黒 私はヘリマネのメリットは
すが、それをヘリ
少なく、むしろ問題の方が多いと
マネのアンカー
思っています。政府と日銀の「統
（いかり）にする
合政府」が税収以上の支出を行い、
方法があります。
財政赤字を拡大させていくことは、
財政政策として、
将来のインフレにつながります。
国民に一律の給付
理論的には、海外とのやりとりを
金のようなものを
捨象する場合、統合政府の収支が
配るやり方もある
赤字の分、民間部門が黒字になり
でしょう。従来型
ます。その結果、財政赤字の拡大
の公共事業による
で民間の現預金が増えていきます。
効果が薄くなって
また、貨幣数量説に従えば、貨
いる分、国民へのアピール効果は
幣が急増すればインフレになりま
高いのではないか。
すが、その場合の貨幣は、市中に
先に挙げたように無利子の永久
流通する現預金、すなわち「マネ
国債を出し、日銀が引き受けるの
ーストック」（＝現金＋準備預金
も一つの方法です。無利子だから、 〈銀行が日銀に預けている日銀当
日銀以外の買い手は付きません。
座預金〉以外の預金）を意味し、
財政法第５条で、国債を日銀に引
「マネタリーベース」（＝現金＋準
き受けさせることは禁止されてい
備預金）ではありません。今は異
ますが、特別の事由がある場合は
次元緩和で準備預金が急増してい
国会の議決を経た上で、ある金額
るだけでインフレ圧力が発生して
の範囲内なら認められます。
いないのですが、もし恒常的な財
小黒 現状は政府が国債を大量に
政赤字の拡大で民間の現預金が急
発行しても、日銀に購入させるこ
増し、マネーストックが増えれば
とで、減税や歳出を拡大すること
理論的にはインフレになります。
R.S.
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いわゆる「財政インフレ」です。
購買力平価説に従えば、日本で
インフレが進む場合、円の価値が
下がります。また、日本円から米
ドルなど外貨に替えておこうと多
くの人が考えるようになれば、さ
らに円安が進み、輸入物価上昇か
らインフレに拍車が掛かります。
インフレで貨幣価値を下げるこ
とで債務の実質価値が下がり、財
政再建ができるという説はありま
すが、インフレにはフリクション
（摩擦）がつきものです。物価上
昇に賃金上昇が追い付かない状態
になり、多くの国民に負担を強い
る可能性があります。
若田部 ヘリマネのメリットは、
名目ＧＤＰを増やして、税収を上
げていくことで、財政再建も可能
になるということです。
インフレが進み過ぎることにつ
いてですが、政府と日銀が統合政
府として始めたことなので、景気
が過熱していると判断すれば、増
税政策も取れます。
小黒 その議論は一見もっともら
しいですが、インフレ下でも、本
当に消費増税ができるか、私は少
々疑問です。
けば、債務残高の対ＧＤＰ比率は
改善するといいますが、自民党の
財政再建に関する特命委員会は、
高成長ケースでも（社会保障費の
増大などで） 年度に対ＧＤＰ比
率は底を打ち、上昇に転ずると試
算しています。
──最後に、ヘリマネを実施すべ
きか否かについて。
小黒 現状でも実質的にはヘリマ
ネに近くなっている可能性があり
ますが、絶対にやってはいけない
と考えます。財政規律を弛緩させ
て、財政赤字は拡大していくばか
りです。ヘリマネ
によるばらまき政
策は短期的に効果
があるかもしれま
せんが、政府や日
銀がヘリマネがも
たらすインフレや
将来コストをコン
トロールし切れる
のか。
デフレ脱却後、
日銀のバランスシ
ートの負債側にあ
る現金と日銀当座
預金は、物価が何
倍にもならなけれ
ば維持不可能なも
のであり、日銀は
バランスシートを

名目GDPを増やしデフレ脱却に有効
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縮小するために保有国債を減少さ
せるか、バランスシートの規模を
維持する代わりに日銀当座預金に
対する付利（利率）を引き上げた
り、法定準備率（銀行の保有する
預金額に対して一定率を掛けた額
を日銀に預ける際の比率）を引き
上げる必要などが出てきます。そ
のとき、財政赤字を無コストでフ
ァイナンス可能な状況は完全に終
了し、巨額な債務コストが再び顕
在化するわけで、金融政策の出口
や限界を考慮する場合、ヘリマネ
を実施するリスクや将来コストを

十分に考える必要があります。
若田部 物価があまり上がってい
ないのに、雇用は改善しました。
財政も、対ＧＤＰ比率で見れば、
マイナス幅が縮小しています。ア
ベノミクスで名目ＧＤＰを増やし、
税収を増やしたためです。
ヘリマネは名目ＧＤＰを増やす
という点で有効で、デフレから完
全脱却するまでは検討に値すると
思います。せっかく上向きかけて
いるデフレからの脱却に再び頓挫
すれば、日本経済の潜在成長率は
さらに低下し、税収も伸びず、財
政再建もできなくなると思います。
緊縮財政で財政再建をしたという
例は聞いたことがありません。
もちろん、財政規律の問題は重
要です。政府を統制する仕組みを
つくるべきだと思います。インフ
レ目標もその一つになるでしょう。
目標を上回れば歳出を抑制する、
または増税するといった施策を取
るようにするのです。
歴史をみれば、 年から 年ま
で、カナダは中央銀行が国債を直
接引き受ける財政ファイナンスを
実施しました。それでも４％程度
のインフレで済んでいたのです。
年代の大インフレで続けられな
くなりましたが、インフレ退治に
はインフレ目標がある。歴史から
学ぶことも多いはずです。
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財政規律の弛緩を懸念
小黒 国会で増税を決定するのは
容易ではありません。高成長が続
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